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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（５月２８日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

●当館管轄州における感染者数等の現状（５月２８日（木）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 現状の感染者数** 検査済（陰性） 入院者数 

QC 49702 (+563) 4302 (+74) 29782 (+190) 365402 (+6580) 1331 (-47) 

（内 ICU患者：178 (-6)） 

(MTL) 24838 (+227) 2666 (+42) - - - 

NB 126 (+3) 0 (0) 6 (+3) 23693 (+397) *** 0 (0) 

 

NS 1055 (+2) 59 (0) 19 (0) 40240 (+799) 8 (+1) 

（内 ICU患者：3 (0)） 

PEI 27   0  0   6123  

 

0  

NL 261 (+1)  3 (0)  3 (+1)  11775 (+158) *** 

 

2 (+1)  

（内 ICU患者：1 (0)） 

（注：括弧内は前日比） 

*当館管轄州は「確定」「推定」の分類ではなく，「陽性（Positive）」「陰性（Negative）」のみの分類表記。但，ケベック州は確定数。 

**「現状の感染者数」は，「累計陽性者数」から「治癒者数」と「死亡者数」を差し引いた数（＝Active cases）。 

***陽性数も含めた検査数の合計を表示していることに留意。 

 

１ 当館からのお知らせ等 

◎（５月２７日）総領事館からのメッセージ 

３月以来，当館はケベック州及び大西洋諸州の感染状況や各州の動きについて取り纏め，領事メールにて在留邦

人の皆様に関連情報をお届けしてきましたが，最近大西洋諸州では状況がかなり改善し，またケベック州でも安定し

た状況が見られるようになりました。このため本件領事メールにつきましては，５月２９日（金）をもちまして御送付を停

止させていただきたいと思います。一方，当館ＨＰへの関連情報の掲載は続けますので，各州の感染状況や動きにつ

きましては，引き続きＨＰを閲覧いただければ幸いです。皆様におかれては引き続き感染にどうぞご注意ください。 

 

◎（５月２２日）伊澤総領事からのメッセージ 

気候も快適になり，カナダは一年で一番良い季節を迎えつつありますが，皆様如何お過ごしでしょうか。依然として

感染拡大が続くモントリオールですが，ケベック州政府は，来週以降，徐々に社会経済活動を再開させて行きます。

来週からは通りに面した商店も再開されます。既にここ数日，以前よりも多くの市民が街に出てきているように感じま

す。自主隔離生活も長期になり，閉塞感のあるこの不便な状況から解放されたい気持ちは理解できますし，街に活気

が戻ってくるのも楽しみです。既に感染が落ちついている大西洋州で制限解除が進むのも当然でしょう。その一方，抑

制されつつあるとはいえ，依然として毎日数百名の感染者が出ているモントリオールにおいて，この時点で活動制限

を緩めていくことが，感染にどのような影響を及ぼしていくのか見極めが必要だと思います。 
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今後感染がどのようなっていくのか予断は難しいですが，ケベックについて言えば，先般州の研究所が公表した見

通しにもある通り，残念ながら感染が早期に収束する見通しは少なさそうです。しかも制限解除によって市民間の接

触も格段に増えることになります。従って，今後しばらくの間，日常生活において，私たちはウィルスとの共生を余儀な

くされることになると思います。その期間がどれ程になるのか分かりません。ケベックに住む私たちは，長期戦の覚悟

で，ビジネスの仕方やお子様の就学等様々な面で，今後の生活を考えていく必要がありそうです。 

総領事館の活動は従来通りですが，先ずは，来週以降の制限の段階的解除がどのような状況になるのか集中して

フォローしていきます。これまで以上に街に市民が出てきますので，皆様におかれましても，十分な予防措置を講じて

頂きたいと思います。 

 

【当館からの文化行事開催のお知らせ】 ＜オンライン映画上映会及びライブ・トーク・Ｑ＆Ａ開催＞ 

１． 今週末，当館・国際交流基金トロント日本文化センター等の共催で，映画作品「ラーメンヘッズ」をオンライン上映し

ます。少し新型コロナを忘れて御鑑賞ください。（日本語上映・英語字幕付） 

（１）監督：重乃康紀 （ドキュメンタリー，２０１７，９３分） 

 松戸にあるラーメン店「とみ田」の富田治氏に密着したドキュメンタリー映画 

（２）期間：５月２９日（金）０９：００～ ５月３１日（日）２１：００（EDT） 

① こちらにアクセスいただき，事前登録・パスワードを入手ください。 

 https://jftor.org/event/ramen-heads/ 

 ② パスワードを入手後，こちらから映画をご鑑賞ください。 

 https://vimeo.com/japanfoundation 

 

２．ライブ・ラーメン・トーク・Ｑ＆Ａ 

 Ryu’s Noodle Barのシェフ，Ryu Takahashi氏とフード・スタイリスト兼シェフの Matt Kimura氏によるライブ・トークを

配信します。 

● ５月３１日（日）午後１時（ＥＤＴ） 

 イベント詳細はこちらからご確認ください。 

 https://jftor.org/event/ramen-talk-and-q-a/ 

 こちらの国際交流基金トロント日本文化センター公式 YouTubeチャンネルで配信されます。   

 https://www.youtube.com/watch?v=tMvArDklmGU&feature=youtu.be 

 

２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の報道ぶり等 

※以下の情報は，報道ベースのものであり，当館が情報自体の正確性について保証するものではありません。 

【１ カナダ全般】 

特になし。 

 

【２ ケベック州】 

（１）（２８日）１３時，ルゴー州首相，ルベル州法務大臣他が記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。  

［ルゴー州首相］ 

https://jftor.org/event/ramen-heads/
https://vimeo.com/japanfoundation
https://jftor.org/event/ramen-talk-and-q-a/
https://www.youtube.com/watch?v=tMvArDklmGU&feature=youtu.be
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●１万人の介護従業員を更に雇用するために年給４９０００ドルに引き上げる。 

●（カナダ軍ケベック救援部隊の９月１５日以前の撤退について問われ，）人員は減るものの部隊はまだ数週間ケベッ

クに残る。現在の最優先課題は高齢者を守ることであり，この点についてトルドー首相とも議論する。 

●ケベック地方での学校や保育施設の再開については，大成功したと認識している。 

［ルベル法務大臣］ 

●司法システムを６月１日から徐々に再開させていく。オンライン・システムも当初５年をかけ進めていく予定であった

が加速化して導入していく。 

［アルダ州保健局長］ 

●今後キャンプ再開などがあるが，可能な限り現在滞在している州内に留まるよう要請する。 

 

（２）（２８日）カナダ軍から長期介護施設への応援部隊の派遣が間もなく終了する方向。ルゴ－州首相はトルドー首相

に９月１５日までの派遣を要請したが，国防大臣は長期に亘る派遣は困難とコメント。 

Québec doit se préparer au départ de l’armée  

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579689/rapport-forces-armees-canadiennes-situation-chsld 

 

（３）（２８日）プル－州観光大臣は，レストラン再開の第一段階が間もなく発表されると発言。 

La réouverture des restaurants annoncée «sous peu», affirme la ministre Proulx 

https://www.journaldemontreal.com/2020/05/28/la-reouverture-des-restaurants-annoncee-sous-peu-affirme-la-

ministre-proulx 

 

（４）（２８日）今夏，ドライブインシアターでコンサートが開催。州文化大臣は，保健当局からこのような形での野外コン

サートが許可されたと発言。 

Le feu vert pour les concerts dans les ciné-parcs 

https://www.journaldemontreal.com/2020/05/28/le-feu-vert-pour-les-concerts-dans-les-cine-parcs 

Des concerts pourront se tenir dans les ciné-parcs de la province, cet été. Le ministère de la Culture a 

confirmé au Journal avoir reçu le feu vert de la Santé publique pour la tenue de tels événements à ciel 

ouvert.  

 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579689/rapport-forces-armees-canadiennes-situation-chsld
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/28/la-reouverture-des-restaurants-annoncee-sous-peu-affirme-la-ministre-proulx
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/28/la-reouverture-des-restaurants-annoncee-sous-peu-affirme-la-ministre-proulx
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/28/le-feu-vert-pour-les-concerts-dans-les-cine-parcs
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（参考：５月２７日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：５月２７日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

 

【３ ノバスコシア州】  

（１）（２８日）Two New Cases of COVID-19 



5 

 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200528002 

 

（２）（２８日）Two new cases of COVID-19 have been identified in Nova Scotia, bringing the total number of 

active cases in the province to 19 — all but three of them related to the Northwood long-term care centre in 

Halifax. 

2 new positive COVID-19 test results bring N.S. to 19 active cases 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-nova-scotia-2-new-cases-total-19-1.5588260 

 

（３）（２８日）Businesses (restaurant dining rooms, bars, wineries, distilleries and taprooms; personal services 

businesses including hair salons, barber shops, spas, nail salons and tattoo establishments; fitness facilities, 

such as gyms, yoga studios and climbing centres) will be allowed to open beginning June 5, provided they 

submit a plan that follows public health protocols for physical distancing. 

Bars, hair salons to reopen June 5 as Nova Scotia reopens parts of economy 

https://www.halifaxtoday.ca/nova-scotia-news/bars-hair-salons-to-reopen-june-5-as-nova-scotia-reopens-

parts-of-economy-2388138 

  

【４ ニューブランズウィック州，プリンスエドワードアイランド州，ニューファンドランド・ラブラドール州】 

ニューブランズウィック州 

（２８日）各学区は，障害を持つ生徒に対して，例外的に週に数回学校への通学を許可すると発表。州政府は６月１日

から，教師に限って，次年度の準備などのために学校に戻ることを許可していた。 

Districts to allow complex-needs students back to school for few hours a week 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-education-complex-need-students-

1.5586731 

 

 プリンスエドワードアイランド州 

（２８日）ホランド・カレッジは，秋学期は対面とオンラインを組み合わせた授業を行うと発表。冬学期での通学クラスへ

の移行を目指す。語学学校は，９月までオンラインで継続される。 

Holland College planning mix of online, in-person classes – at least for fall semester 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-holland-college-fall-semester-1.5586604 

   

（２８日）キング首相は，ノバスコシア州及びニューブランズウィック州との州境を７月にも開放する方向で協議をしてい

ると述べた。１４日間の自主隔離義務をなくすなど，大西洋州間の往来をスムーズにする狙い。 

Maritime provinces could open to each other by July, King says 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-king-bubble-maritimes-1.5587404 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

特になし。 

（了） 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200528002
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-nova-scotia-2-new-cases-total-19-1.5588260
https://www.halifaxtoday.ca/nova-scotia-news/bars-hair-salons-to-reopen-june-5-as-nova-scotia-reopens-parts-of-economy-2388138
https://www.halifaxtoday.ca/nova-scotia-news/bars-hair-salons-to-reopen-june-5-as-nova-scotia-reopens-parts-of-economy-2388138
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-education-complex-need-students-1.5586731
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-education-complex-need-students-1.5586731
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-holland-college-fall-semester-1.5586604
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-king-bubble-maritimes-1.5587404

